
 

(第１号報告) 

 平成２８年度 事業報告書 

 

Ⅰ．概況報告 

 

平成２８年度の日本経済は、雇用・所得環境の改善の下、引き続き緩やかな回復となりまし

た。そのため、企業の有効求人倍率は高水準を維持しており、資格取得意識の低下に伴い資格

受験者数は伸び悩み、協会を取り巻く環境も予断を許さない状況となっています。 

こうした中にあって、協会は、平成２８年４月に創立２０周年の節目を迎えることができま

した。これまで支えてくださった会員の皆様をはじめ関係者の皆様に感謝するとともに、深く

御礼申し上げます。 

平成２８年度も公益法人として、自然の香りある豊かな環境（アロマ環境）の保全と創造及

びアロマテラピーの健全な普及と発展に向けて、「専科制度」の新設をはじめとしたアロマテラ

ピーの魅力の再構築を図りつつ、会員の活動支援やサービスの充実、学術情報の収集・発信、

協会認知度向上のための活動に注力しました。 

 

以下、平成２８年度の事業活動の概況につき、ご報告申し上げます。 

 

（１）環境保全、とりわけアロマ環境の保全・創出に寄与する取り組み 

環境カオリスタ検定の実施及び「みどり香るまちづくり」企画コンテストの共催、立山連

峰や富山湾といった「富山」をテーマとしたＡＥＡＪイメージフレグランスコンテストの実

施など環境への取り組みのほか、全国の小中学校および高等学校において香育活動を実施し

ました。 

 

（２）アロマテラピーの魅力の再構築と普及啓発活動の一層の推進 

アロマテラピー検定及び各種資格認定事業の実施、認定スクール制度の運営、各種セミナ

ー・シンポジウムの開催、「アロマの日」をはじめとする一般向けのアロマテラピー啓発活

動として、東京のほか大阪でアロマフェアを開催するなど、アロマテラピーの普及促進と専

門人材の育成に係る事業を実施しました。 

特に、専科資格「アロマブレンドデザイナー」「アロマハンドセラピスト」認定スクール

が開校したことにより、多くの有資格者を輩出しました。 

さらに、「アロマテラピーインストラクター」「アロマセラピスト」向けの標準カリキュラ

ム学習内容を網羅した公式テキストを発行しました。 

また、学術研究事業においては、研究機関との共同研究を推進したほか、２年連続で内閣

府革新的研究開発推進プログラム（ＩｍＰＡＣＴ）「脳情報の可視化と制御による活力溢れ

る生活の実現」の「ＢＨＱチャレンジ２０１６」への研究提案が入選し、平成２８年度研究

結果が優秀賞を受賞しました。特に女性ホルモンと精油の関係についての研究を行い、有益

な学術論文・データの情報発信に注力するなどエビデンスに裏付けられたアロマテラピーの

有用性についての普及啓発に努めました。 

 

（３）会員ニーズへの対応、サービス及びスキルアップの支援・見える化 

アロマテラピー賠償保険、香育活動支援、ボランティア活動支援制度のさらなる充実を図



 

るとともに、ＡＥＡＪ動画配信サービスの充実や、資格者のスキルアップのためのフォロー

アップセミナーを実施しました。 

また、より使いやすく、充実した情報提供を行うため、平成２８年６月には公式サイトの

リニューアルを実施、平成２９年６月に予定している機関誌『ＡＥＡＪ』のリニューアル作

業も進めました。 

さらに、会員へのさまざまな情報提供サービスの強化を図るとともに、協会主催イベント

や公的機関との提携による地域イベントへの出展などを通して会員の活動機会の積極的な

創出に努めました。 

 

（４）協会ＰＲ広報活動の積極推進 

アロマ環境及びアロマテラピーの普及に係る公益社団法人として、適切な情報を発信して

いくこととし、協会の認知度向上もあわせＰＲ広報活動を一段と強化しました。 

アロマテラピー検定の広告プロモーション施策として、アロマ女子大ワークショップイベ

ントを開催したほか、学術研究情報、アロマテラピー活用法の提案などの情報コンテンツ開

発やプレスリリースの配信など、パブリシティ活動にも注力し、新聞、ＷＥＢなどのメディ

アで数多くの記事露出にもつながりました。 

また、上位資格広報特設サイト「アロマの現場」のインタビュー掲載、「アロマ女子大」、

「香育の日」など各種キャンペーンでの特設サイトの開設、公式ＳＮＳの運営など、ＷＥＢ

広報の強化推進を図りました。 

 

続きまして、事業領域別に個々の事業活動につき、ご報告申し上げます。 

 

Ⅱ．事業活動 

 

１．環境事業の推進 

 

（１）環境カオリスタ関連事業 

① 環境カオリスタ検定の実施・運営 

 平成２８年度受験者数：１，２０３名 

 

② 環境カオリスタ交流イベントの企画・実施 

「カオリスタ香りのガーデン」秋の植栽の実施 

・平成２８年１０月１２日（水） 港区立芝公園（東京都港区） 

 

③ 環境カオリスタＷＥＢサイト「環境カオリスタｎｅｔ」「環境カオリスタ公式ｆａｃｅ

ｂｏｏｋ」の管理・運営 

 

（２）環境イベントの開催 

① 第１１回「みどり香るまちづくり」企画コンテストの共催 

主 催：環境省 

共 催：（公社）日本アロマ環境協会、（公社）におい・かおり環境協会、 

（一社）日本植木協会 

内 容：まちづくりに「かおり」の要素を取り込むことで、良好なかおり環境を創出し



 

ようとする地域の取り組みを支援することを目的として、「みどり香るまちづ

くり」企画コンテストに参画。 

受賞企画：１８件の応募があり、環境大臣賞の「特別授業『夢を形に』今こそ君達の出

番だ！」、日本アロマ環境協会賞の「「香り」がつなぐ「ひと」と「まち」

四季香るボーダーガーデン」など８点の受賞企画が決定。 

表彰式：平成２９年３月１日（水）日比谷コンベンションホール（東京都千代田区）にお

いて、表彰式を実施。 

 

② 「ＡＥＡＪイメージフレグランスコンテスト２０１６」の企画・運営 

主 催：（公社）日本アロマ環境協会 

後 援：環境省、富山県、（公社）とやま観光推進機構、富山新聞社 

内 容：「富山」をイメージしたナチュラルフレグランスを募集。 

受賞作品：２２１点の応募があり、環境大臣賞の「雄山の天風」など５点の受賞作品が

決定。 

表彰式：平成２９年２月２６日（日）第１９回会員のつどいアロマフェスタ２０１７（東

京国際フォーラム（東京都千代田区））において、表彰式を実施。 

 

③「第５回いきものにぎわい企業活動コンテスト」の実施 

   主 催：いきものにぎわい企業活動コンテスト実行委員会 

   ＜構成団体＞（公社）日本アロマ環境協会、（公社）国土緑化推進機構、 

（公財）水と緑の惑星保全機構、地球環境行動会議（ＧＥＡ） 

   後 援：環境省、農林水産省 

   内 容：日本の企業等による生物多様性の保全や持続的な利用等の実践活動を募集し、

優れた取り組みを顕彰するもので、８０件の応募の中から、環境大臣賞、農林

水産大臣賞など１０件の受賞活動が選ばれた。 

   表彰式：平成２８年１２月９日（金）エコプロ２０１６内（東京ビッグサイト（東京都

江東区））において、表彰式を実施。また、同イベント内『森からはじまるエコ

ライフ展』にいきものにぎわい企業活動ブースを出展。本コンテストのＰＲお

よび精油蒸留デモンストレーションや樹木系精油の展示を実施。 

 

④「ふれ愛まつりだ！芝地区」への出展 

開催日：平成２８年６月４日（土） 

 会 場：港区立芝公園（東京都港区） 

 内 容：・ウッドチップサシェ作り 

・各種協会広報物展示 

   参加者：２２０名 

 

⑤「ふなばし環境フェア」への出展 

開催日：平成２８年６月１１日（土） 

 会 場：船橋市中央公民館（千葉県船橋市） 

 内 容：・ウッドチップサシェ作り 

・各種協会広報物展示 

  参加者：２５０名 



 

 

⑥「都市公園法施行６０周年記念イベント」への出展 

開催日：平成２８年１０月１日（土）～２日（日） 

 会 場：国営昭和記念公園（東京都立川市） 

 内 容：・ウッドチップサシェ作り 

・各種協会広報物展示 

 参加者：１４１名 

 

⑦「エコプロ２０１６」への出展 

開催日：平成２８年１２月８日（木）～１０日（土） 

 会 場：東京ビッグサイト（東京都江東区） 

 内 容：・環境カオリスタ検定公式テキスト販売 

・各種協会広報物及びパネル展示 

       ・ウッドチップサシェ作り 

 参加者：１,４９９名 

 

 ⑧「子ども霞が関見学デーｉｎ環境省」への出展 

   開催日：平成２８年７月２７日（水）・２８日（木） 

   会 場：環境省 

   内 容：・植物の香り体験コーナー（常設） 

・「香育講座 アロマテラピーを体験してみよう！」 

   参加者：４８名 

 

⑨ 北海道下川町との連携 

   友好・交流協定を結んでいる北海道下川町との連携を引き続き推進した。ＡＥＡＪイベ 

ントでの下川町の紹介展示を行ったほか、自然の香りを満喫！北海道下川町ツアー（平

成２８年９月２３日・２４日 参加者数２２名）を実施。 

 

 ⑩「環境シンポジウム」講演 

   開催日：平成２９年３月１７日（金） 

   会 場：神奈川県立神奈川総合高等学校（神奈川県横浜市） 

   講 演：『アロマ』を通して自然と環境について考えてみよう！  

   参加者：６０名 

 

（３）香育普及の推進 

① 会員のＡＥＡＪ学校香育サポート制度の運営 

 平成２８年度実績： 

・実施校数：全国の公立・私立の小中高等学校 １３９校 

・ＡＥＡＪ支援実施回数：３３０回（複数回支援校含む） 

 

② 香育用教材の作成・配布 

 香育テキスト「かおりのはなし」の会員向け無料配布 

 副教材「香りのうちわ」、「香りプレート」の各種イベントでの活用 



 

 

③ ５月１９日「香育の日」記念キャンペーンの実施 

 平成２８年４月２３日（土）から５月３１日（火）の期間に「香育の日」特設サイトを

開設し広報活動を展開するとともに、ＡＥＡＪ認定スクール協賛によるキャンペーンイ

ベントを全国で実施。 

 ＡＥＡＪ認定スクール主催「親子で香育体験」イベントの実施 

・全国１２４校の認定スクールが参加 

 

（４）ボランティア活動支援事業 

① ボランティア活動支援制度の運営（実施費用の助成など） 

 平成２８年度適用実績：３０件 

 

② ボランティア勉強会の企画・実施 

 下記５都市で勉強会（ボランティア入門講座）を開催 

・大阪：平成２８年 ８月２１日（日） 参加者７３名 

・茨城：平成２８年 ９月 ４日（日） 参加者３２名 

・岡山：平成２８年１０月 ２日（日） 参加者２５名 

・熊本：平成２８年１１月１９日（土） 参加者２６名 

・東京：平成２９年 １月２９日（日） 参加者１６３名 

内容：ボランティアについて、活動事例紹介、香りのクラフト作り、参加者交流会 

 

２．学術研究事業の推進  

 

① 協会研究事業の企画・実施 

 平成２８年度協会研究事業として以下の研究を実施（４件） 

・協会研究「ラベンダー精油によるハンドトリートメントが唾液中オキシトシン濃度 

に与える影響」を実施し、結果を機関誌『ＡＥＡＪ』およびＡＥＡＪ公式サイト「ア

ロマ研究室」に発表 

・内閣府革新的研究開発推進プログラム（ＩｍＰＡＣＴ）「脳情報の可視化と制御による

活力溢れる生活の実現」の共同研究型 ＢＨＱチャレンジにて共同研究を実施 

テーマ：ゼラニウム精油の嗅覚刺激が脳の加齢性変化に及ぼす影響 

・内閣府革新的研究開発推進プログラム（ＩｍＰＡＣＴ）「脳情報の可視化と制御による

活力溢れる生活の実現」の「ＢＨＱチャレンジ２０１６」において、ラベンダーハン

ドトリートメントに関する研究計画が入選し、研究結果が優秀賞を受賞 

 入選アイデア：ラベンダーハンドマッサージのストレス軽減により脳の健康度アップ 

・協会研究「女性の不定愁訴を緩和し得るエストロゲンを増加させる精油の探索」結 

果を第３１回日本女性医学学会学術集会にてポスター発表、論文は、『Ｎｅｕｒｏ 

Ｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌｏｇｙ Ｌｅｔｔｅｒｓ』に掲載 

     

② 研究費助成制度の運営 

  平成２８年度の研究費助成制度（平成２９年度助成分） 

  ・申請６件、採択決定２件 

 



 

③ 研究調査・施術報告サポート制度（旧：研究支援制度）の運営 

 平成２８年度研究調査・施術報告サポート制度 

・申請２件、採択決定０件 

 

④ 「第２３回専門セミナー」の実施 

 開催日：大阪 平成２８年８月２７日（土） 

      東京 平成２８年９月１０日（土） 

 会 場：大阪 大阪国際会議場 イベントホールＡＢＣ（大阪府大阪市） 

      東京 よみうりホール（東京都千代田区） 

 テーマ：「アロマトリートメントを科学する」 

講演①：「『触れる』ことの意味を探る～人体に備わる神秘の機能～」 

山口 創氏（桜美林大学リベラルアーツ学群教授、博士（人間科学）） 

講演②：「臨床現場におけるアロマトリートメントの効果」 

大門 美智子氏（産婦人科医師、ＮＰＯ法人関西アロマセラピスト・ 

フォーラム理事長） 

参加者：大阪２９５名、東京４１８名 

 

⑤ 「第１９回アロマテラピーシンポジウム」の実施 

 開催日：平成２９年３月１２日（日） 

 会 場：東京国際フォーラム ホールＢ７（東京都千代田区） 

 テーマ：「アロマでアンチエイジング～女性ホルモンの変化と不調に対するアプローチ～」 

講演①：「女性のココロとカラダを支えるアロマテラピー～女性医療の最前線から～」 

    伊藤 加奈子氏（産婦人科医師 ココカラウィメンズクリニック院長）  

講演②：「精油による更年期女性のホルモン分泌の変化」 

    篠原 一之氏（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科神経機能学教授） 

講演③：「もっと強く、もっと豊かに、もっと美しく生きるためのアロマテラピーと 

女性ホルモン活用法」 

    吉川 千明氏（ＡＥＡＪ理事、ＡＥＡＪ認定アロマテラピーインストラクター） 

 参加者：６３３名 

 

⑥ 「アロマテラピー学雑誌 第１７巻 第１号」の編集発行 

・平成２７年度より日本最大級の総合電子ジャーナルのプラットフォームである「Ｊ-Ｓ

ＴＡＧＥ」にて電子公開を開始した（第１７巻 第１号／平成２８年９月３０日発行） 

・アロマテラピー学雑誌編集委員会の審査を経て本号に掲載された論文は、原著論文３

本、研究ノート３本 

 

⑦ 学術情報、知見の調査収集及び発信 

文献調査部会を設置し、アロマテラピー研究論文の調査収集活動を実施。 

有益な学術論文・データは、ＡＥＡＪ公式サイト「アロマ研究室」や機関誌『ＡＥＡＪ』

「アロマ最新研究」「精油図鑑」に掲載するとともに、プレスリリースによる情報発信を

実施。 

 

 



 

⑧ 「ＡＥＡＪ表示基準適合精油」認定制度の運営 

 平成２８年度認定実績：新規２ブランド 

 

３．広報事業の推進 

 

① 協会及び協会活動のＰＲ広報の企画・推進 

パブリシティ活動の一環として、プレスリリースの配信（年間１６件）及びメディアキャ

ラバンを実施し、各種メディアへの記事露出(年間約６００件)を獲得。 

＜内容＞  

  ・アロマテラピーに関する学術研究情報 

  ・アロマテラピー活用法に関する提案及び安全な使用方法に関する啓発 

  ・各種協会イベント、キャンペーンなどの告知 

       

② 協会のコーポレートアイデンティティ及びコーポレートブランディングに係る企画・推進 

  各種パンフレットなどの広報ツールの制作 

 ＡＥＡＪビジュアル・アイデンティティマニュアルの改訂 

 ＡＥＡＪストックフォトの撮影 

 

③ 機関誌『ＡＥＡＪ』の編集・発行 

 年間４号を発行 (第８０号～第８３号) 

 

④ ＡＥＡＪ公式サイト上でのＷＥＢ広報の強化推進 

「アロマ女子大」特設サイト、アロマテラピー検定特設サイトの開設を含め、ＡＥＡＪ

公式サイト上での広報活動を強化。 

ＡＥＡＪ公式ＳＮＳの運営 

 

⑤ メール配信サービスの実施 

ＡＥＡＪメールマガジンの配信 （イベント情報、資格情報、アロマ情報など計１３回） 

環境カオリスタメールマガジンの配信（環境カオリスタ関連情報 計２回） 

 

⑥ アロマテラピー検定の広告宣伝の企画・実施 

アロマテラピー検定ＰＲプロモーション施策の企画・実施 

 ・特設サイトの企画・制作 

 ・店頭ポスター、チラシなど各種広報ツールの企画・制作  

 ・交通広告（公共交通機関の車内広告等）・雑誌広告・ＷＥＢ広告 

 

⑦ 上位資格のＰＲ広報活動の企画・実施 

 特設サイト「アロマの現場」インタビュー公開（年間１２本掲載） 

広報ツール「ＡＥＡＪ認定アロマブレンドデザイナー」「ＡＥＡＪ認定アロマハンドセ

ラピスト」「アロマテラピー ステップアップガイド」の制作・配布 

 

⑧ 会員特典及び活動サポート制度に関する情報の周知強化のための広報ツールの制作 

  「会員サービスガイド」の制作（リニューアル） 



 

  ＡＥＡＪ公式サイト内「会員優遇サービス提供店」の改修 

  

⑨ 協会設立２０周年記念特設サイト「ＡＲＯＭＡ ｄｅ ｓｍｉｌｅ ｏｎ ｓｍｉｌｅ」を制作 

 

４．資格教育事業の推進 

 

（１）資格制度 

① アロマテラピー検定１級・２級の試験実施及び資格認定 

  第３４回アロマテラピー検定試験（１級・２級）の実施 

実施日：平成２８年５月８日（日） 

実施都市：３４都市 

受験申込件数：１２，８１３件（１級・２級合計） 

 

 第３５回アロマテラピー検定試験（１・２級）の実施 

実施日：平成２８年１１月６日（日） 

実施都市：３４都市 

受験申込件数：１２，７２５件（１級・２級合計） 

 

② アロマテラピーアドバイザー認定講習会の実施及び資格認定 

 第３４回アロマテラピーアドバイザー認定講習会の実施 

実施日：平成２８年８月７日（日） 

実施都市：１５都市 

受講申込者数：８２９名 

 

 第３５回アロマテラピーアドバイザー認定講習会の実施 

実施日：平成２９年２月１２日（日） 

実施都市：１５都市 

受講申込者数：８６１名 

 

アロマテラピーアドバイザー履修証明書申請及び資格認定 

平成２８年度（４、７、１０、１月期）申請者数 ２，３８１名 

 

③ アロマテラピーインストラクター資格試験の実施及び資格認定 

 第３８回アロマテラピーインストラクター試験の実施 

実施日：平成２８年９月２５日（日） 

実施都市：１５都市 

受験申込者数：９０６名 

 

 第３９回アロマテラピーインストラクター試験の実施 

実施日：平成２９年３月２６日（日） 

実施都市：１５都市 

受験申込者数：７６２名 

 



 

④ アロマセラピスト学科試験・実技試験・カルテ審査の実施及び資格認定 

 第３４回アロマセラピスト学科試験の実施 

実施日：平成２８年５月２２日（日） 

実施都市：１０都市 

受験申込者数：４６３名 

 

 第３５回アロマセラピスト学科試験の実施 

実施日：平成２８年１１月２７日（日） 

実施都市：１０都市 

受験申込者数：４４１名 

 

⑤ その他資格制度に関する事項の企画・推進 

 

（２）認定スクール制度 

① 認定スクール申請の審査及び認定の実施 

 第３３期認定の実施（平成２８年 ４月受付） 

 第３４期認定の実施（平成２８年１０月受付） 

 

（３）資格制度・認定スクール制度の推進 

① 上位資格公式テキスト制作 

  ・『ＡＥＡＪ認定アロマテラピーインストラクター・アロマセラピスト 公式テキスト

共通カリキュラム編』 

  ・『ＡＥＡＪ認定アロマテラピーインストラクター 公式テキスト 独自カリキュラム編』 

  ・『ＡＥＡＪ認定アロマセラピスト 公式テキスト 独自カリキュラム編』 

  平成２９年１月１７日発行 

 

② 「トリートメント実技試験」登録試験官講習会の実施 

第６回 大阪 平成２８年 ６月２３日（木）、東京 平成２８年６月２８日（火） 

 

③ 上位資格公式テキスト概要説明会の実施  

大阪 平成２８年１０月２８日（金）、東京 平成２８年１１月１日（火） 

 

④ 認定スクールにおけるアロマテラピーアドバイザー認定講習会開講の実施 

アロマテラピーアドバイザー認定講習会への認定スクール関係者聴講の実施 

 

⑤ その他制度改正に関する事項の企画・推進 

 

（４）資格者支援のための企画・実施 

 ① 動画配信サービス 「アロマチャンネル」 

平成２８年度公開動画：５５本 

平成２８年１２月よりアーカイブ化となり過去の動画も視聴可能となる。 

以下、新規追加番組 

・ＡＥＡＪ認定アロマハンドセラピスト「基本的なアロマハンドトリートメントの手順」 



 

・アロマ体験イベント３分レポート（柏の葉公園オータムフェスタ２０１６） 

・フォローアップセミナー            ６本 

・アロマセミナー、アロマフェスタ２０１６     ３本 

・専門セミナー、アロマテラピーシンポジウム    ５本  など 

 

② 資格者支援フォローアップセミナー 

 第１１回フォローアップセミナー 

テーマ：心をつかむボディトリートメント 

講師：神本 美智子氏（ＡＥＡＪ認定アロマテラピーインストラクター・アロマセラ

ピスト、アロマテラピーサロンＰＲＥＭＩＥＲＥ主宰） 

実施日：平成２８年７月２７日（水） 

実施都市：東京 

参加者数：５４名 

 

 第１２回フォローアップセミナー 

テーマ：相手に好印象を抱かせる自己ＰＲとは 

講師：五十嵐 和也氏（志師塾塾長、先生ビジネスプロデューサー） 

実施日：平成２８年８月１日（月） 

実施都市：福岡 

参加者数：６２名 

 

 第１３回フォローアップセミナー 

テーマ：食学士による女性のための健康学  

講師：瀬戸 初美氏（国際食学協会認定校美容食講師） 

宮原 暁子氏（一社）ヨガセラピスト協会 代表理事） 

実施日：平成２８年１１月３０日（水） 

実施都市：大阪 

参加者数：５８名 

 

 第１４回フォローアップセミナー 

テーマ：おさえておきたい「脳のメカニズム」 

講師：古賀 良彦氏（杏林大学名誉教授） 

実施日：平成２８年１２月１２日（月） 

実施都市：東京 

参加者数：１０７名 

 

（５）新規資格制度の創設 

① アロマブレンドデザイナー講師講習会の実施 （全国２都市、２日間全４回）   

    大阪① 平成２８年 ４月２６日（火）～ ４月２７日（水） 

    東京① 平成２８年 ５月１０日（火）～ ５月１１日（水） 

    東京② 平成２８年１１月 ８日（火）～１１月 ９日（水） 

    大阪② 平成２８年１１月１５日（火）～１１月１６日（水） 

 



 

② 専科資格公式テキストの発行 

・『アロマブレンドデザイナー 公式テキスト』 

 平成２８年６月１日発行（７月１日より販売開始） 

・『アロマハンドセラピスト 公式テキスト』 

 平成２８年６月１日発行（６月1日より販売開始） 

 

③ 専科資格の認定 

第１期（１０月期申請）認定者数 アロマブレンドデザイナー：６５４名（講師講習会

認定者含） 

第１期（１０月期申請）認定者数 アロマハンドセラピスト：１,７６６名 

第２期（１月期申請）認定者数 アロマブレンドデザイナー：４５４名 

第２期（１月期申請）認定者数 アロマハンドセラピスト：８７５名 

 

④ 広報ツールの制作（パンフレット） 

 

５．催事の企画運営など 

 

（１）「アロマの日」記念事業企画 

① 第１５回「アロマの日」の普及広報活動の実施 

 主 催：（公社）日本アロマ環境協会内「アロマの日」実行委員会 

 後 援：環境省、（公社）におい・かおり環境協会、英国大使館等６カ国の大使館 

 統一テーマ：『アロマ女子大、ストレス学科開講！』 

広報・広告：ＷＥＢ広告、プレスリリース 

 

② 「アロマ女子大」ワークショップイベントの企画・実施 

 開催日：平成２９年３月１１日（土） 

 会 場：ＴＨＥ ＲＯＯＭ ＤＡＩＫＡＮＹＡＭＡ （東京都渋谷区） 

 内 容：下記６講座を実施。 

・ファッション学科 「アロマとファッションで、なりたい自分にスイッチ」   

講師：篠原 ともえ氏（タレント、アーティスト） 

・ママビューティ学科  「忙しいママもアロマでビューティ＆リラックス」  

講師：田中 マヤ氏（ビューティモデル） 

・ヘルシーボディ学科 「アロマで美しいカラダをつくる」  

講師：小林 麻利子氏（ナイトケアアドバイザー、睡眠改善インストラクター） 

・愛されオーラ学科  「人間関係を豊かにする香りの魔法」   

講師：東原 和成氏（東京大学教授） 

金子 奈緒氏（ラジオパーソナリティ・ナレーター） 

・星座おまもり学科 「香りと星のチカラを味方に」  

講師：田仲 千春氏（アロマスタイリスト、ホロスコープセラピスト） 

・美肌学科 「アロマで、季節の変わり目に負けない美肌を」  

講師：中村 由紀氏（美容皮膚科医） 

参加者数：６１２名 

 



 

③ 「アロマフェア２０１６」の企画・実施 

 期 間：平成２８年１１月３日（木・祝）～１１月９日（水）「アロマフェア２０１６ ｉｎ 

松屋銀座」 

平成２８年１１月２３日（水・祝）～１１月２９日（火）「アロマフェア２０１６  

ｉｎ あべのハルカス近鉄本店」 

 会 場：松屋銀座８階 イベントスクエア、 

あべのハルカス近鉄本店 ウイング館９階 催会場 

 主 催：（株）松屋、（株）近鉄百貨店 

 共 催：（公社）日本アロマ環境協会 

 内 容： 

・アロマ関連商品・書籍の販売（出店企業：松屋銀座２６社、あべのハルカス１４社） 

・アロマテラピーセミナー（松屋銀座２８講座、あべのハルカス３３講座） 

・アロマトリートメントコーナー（あべのハルカス近鉄本店のみ） 

・松屋銀座１階入り口展示 

 

（２）会員向け企画 

① 「第１９回会員のつどい アロマフェスタ２０１７」の開催 

 開催日：東京：平成２９年２月２６日（日） 

大阪：平成２９年３月２０日（月・祝） 

 会 場：東京：東京国際フォーラムホールＥ（東京都千代田区） 

大阪：グランキューブ大阪（大阪国際会議場）イベントホール（大阪府大阪市） 

   参加者：東京８０５名、大阪４２７名 

 内 容： 

＜セミナー会場＞ 

・セミナー１：「アロマのちからでキレイになる！マミ レヴィのセルフメンテナンス」 

講師：マミ レヴィ氏（「マミーズタッチ」「エステ・ド・クラッテ」主宰） 

・セミナー２：「香りの設計図を描く～調香を暮らしに取り入れるヒント～」 

講師：佐野 孝太氏（曽田香料（株）フレグランス事業部門常任理事、 

シニアパフューマー） 

・カフェタイム：軽食を提供 

・ＡＥＡＪイメージフレグランスコンテスト２０１６（富山）表彰式 

（東京会場のみ） 

＜セール会場＞ 

・会員感謝セール（出店法人：東京５２社、大阪３４社） 

・アロマハンドトリートメント体験 

   ・来場者（セール会場のみ）：東京１,１５４名、大阪５９３名 

 

② 地区イベント「アロマセミナー２０１６」の開催 

今回は、専科資格「アロマブレンドデザイナー資格」「アロマハンドセラピスト資格」の創

設にあたり、全地区でブレンドセミナー及びアロマハンドトリートメントを行った。 

 

札幌：平成２８年７月１０日（日）北海道自治労会館（参加者：１０９名） 

・セミナー①「日本産アロマの成分と可能性」 



 

講師：稲本 正氏（正プラス（株）代表取締役、オークヴィレッジ会長） 

・セミナー②「調香（ブレンド）の方法と実体験～香りのブレンド、無限の可能性～」 

講師：寺嶋 有史氏（元（株）資生堂チーフパフューマー） 

仙台：平成２８年６月２５日（土） ＴＫＰガーデンシティ仙台 （参加者：１３４名） 

・セミナー①「もっと知りたいアロマテラピーのエビデンス」 

講師：熊谷 千津氏（ＡＥＡＪ常任理事、ＡＥＡＪ学術・精油委員長） 

・セミナー②「調香（ブレンド）の方法と実体験～香りのブレンド、無限の可能性～」 

講師：寺嶋 有史氏 

新潟：平成２８年５月２９日（日） 朱鷺メッセ （参加者：６４名） 

・セミナー①「スタイリッシュなアロマクラフト作り！」 

講師：神本 美智子氏（ＡＥＡＪ認定アロマテラピーインストラクター・

アロマセラピスト、アロマテラピーサロンＰＲＥＭＩＥＲＥ主宰） 

・セミナー②「調香（ブレンド）の方法と実体験～香りのブレンド、無限の可能性～」 

講師：寺嶋 有史氏 

金沢：平成２８年７月２日（土）ＴＫＰ金沢ビジネスセンター （参加者：５２名） 

・セミナー①「香の文化と植物」 

講師：畑 正高氏（香老舗 松栄堂代表取締役） 

・セミナー②「調香（ブレンド）の方法と実体験～香りのブレンド、無限の可能性～」 

講師：堀田 龍志氏（ＡＥＡＪ学術・精油委員、日本調香技術普及協会

理事長） 

名古屋：平成２８年１０月２９日（土）デザインホール（参加者：２０５名） 

・セミナー①「女性のライフステージにそった心身両面のセルフケア」 

講師：橋口 玲子氏（緑蔭診療所医師、医学博士） 

・セミナー②「調香（ブレンド）の方法と実体験～香りのブレンド、無限の可能性～」 

講師：堀田 龍志氏 

理事長） 

広島：平成２８年１１月５日（土）広島健康福祉センター （参加者：１０１名） 

・セミナー①「自然治癒力を高める呼吸・睡眠法！～今日からできる、簡単セルフ

ケア～」 

講師：橋本 和也氏（ＡＥＡＪ認定アロマテラピーインストラクター、

和奏漢方堂院長） 

・セミナー②「調香（ブレンド）の方法と実体験～香りのブレンド、無限の可能性～」 

講師：寺嶋 有史氏 

松山：平成２８年７月１８日（月・祝）ひめぎんホール （参加者：８０名） 

・セミナー①「香りの植物ハーブで五感を磨く！バラづくしのハーバルセミナー」  

講師：榊田 千佳子氏（ハーブスペシャリスト） 

・セミナー②「調香（ブレンド）の方法と実体験～香りのブレンド、無限の可能性～」 

講師：堀田 龍志氏 

福岡：平成２８年６月１１日（土） 福岡ファッションビル（参加者：２３４名） 

・セミナー①「『はっか油の愉しみ』夏のシンプルボディケア・スキンケア」  

講師：前田 京子氏（エッセイスト） 

・セミナー②「調香（ブレンド）の方法と実体験～香りのブレンド、無限の可能性～」 

講師：堀田 龍志氏 



 

鹿児島：平成２８年１２月４日（日）ＮＣサンプラザ（参加者：８８名） 

・セミナー①「現代医療と自然医療の融合 医療現場でのハーブの可能性」  

講師：入谷 栄一氏（いりたに内科クリニック院長、ＮＰＯ法人日本メ

ディカルハーブ協会理事） 

・セミナー②「調香（ブレンド）の方法と実体験～香りのブレンド、無限の可能性～」 

講師：寺嶋 有史氏 

沖縄：平成２８年１１月１３日（日）沖縄コンベンションセンター（参加者：４８名） 

・セミナー①「女性を生き生きとさせるリズミカルセラピー」  

講師：宮川 明子氏（ＡＥＡＪ認定アロマテラピープロフェッショナル、

鍼灸師、整体師） 

・セミナー②「調香（ブレンド）の方法と実体験～香りのブレンド、無限の可能性～」 

講師：堀田 龍志氏 

 

（３）公共施設からの依頼事業企画 

 ① 「青葉の森公園 ＧＷイベント２０１６」への出展 

   開催日：平成２８年５月７日（土） 

   会 場：千葉県立青葉の森公園（千葉県千葉市） 

   主 催：千葉県立青葉の森公園指定管理者（一財）千葉県まちづくり公社 

   内 容：香りのミステリーツアー、香りサシェ作り、アロマハンドトリートメント体験 

   参加者：３１０名 

 

② 「ＳＡＩＴＡＭＡ Ｓｍｉｌｅ Ｗｏｍｅｎ フェスタ２０１６」への出展 

開催日：平成２８年９月１０日（土）・１１日（日） 

会 場：さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ（埼玉県さいたま市） 

主 催：ＳＡＩＴＡＭＡ Ｓｍｉｌｅ Ｗｏｍｅｎフェスタ実行委員会 

（埼玉県他地元団体などで構成） 

内 容：①アロマ体験ワークショップ（参加者：累計１,８１４名） 

・アロマハンドトリートメント体験、アロマストラップ作りなど 

②アロマセミナー 

・アロマの資格で輝くわたし！ 

・簡単！香りのスイーツ石けん作り 

・かわいい!香りのタッセルペンダント作り 

 

③ 「柏の葉公園オータムフェスタ２０１６」への出展 

   開催日：平成２８年１０月２９日（土）・３０日（日） 

   会 場：県立柏の葉公園（千葉県柏市） 

   主 催：千葉県立柏の葉公園指定管理者 柏の葉みどりの公園グループ 

   内 容：ウッドチップサシェ作り 

   参加者：７９０名 

 

 ④ 「中央区まるごとミュージアム２０１６」への出展 

   開催日：平成２８年１０月３０日（日） 

   会 場：東京都中央区全域 



 

   主 催：中央区、中央区文化･国際交流振興協会 

   内 容：ＮＰＯ法人 はな街道と共同でハーブ種の配布やアロマハンドトリートメント 

体験 とウッドチップサシェ作りを実施 

   参加者：３８１名 

 

 ⑤ 「北総花の丘公園クリスマスフェスタ２０１６」への出展 

   開催日：平成２８年１２月１１日（日） 

   会 場：千葉県立北総花の丘公園（千葉県印西市） 

   主 催：千葉県立北総花の丘公園指定管理者（一財）千葉県まちづくり公社 

   内 容：アロマハンドトリートメント体験とウッドチップサシェ作り 

   参加者：２０３名 

 

 ⑥ 「滝野アロマ塾」の実施 

開催日：平成２８年５月５日（木・祝）～平成２９年３月２３日（木）全１３回 

   会 場：国営滝野すずらん丘陵公園（北海道札幌市） 

   共 催：（一財）公園財団 滝野管理センター 

   内 容：アロマテラピーやハーブの基礎講座やアロマクラフト作り講座など 

   参加者：１５６名 

 

６．震災復興支援プロジェクトの推進 

 

① 協会主催によるアロマテラピーボランティア活動の実施 

 活動内容：会員からボランティアを募り、現地に出向き、アロマハンドトリートメント、

香りの折り紙・うちわ、アロマスプレー、ハーブティーの提供などのボランテ

ィア活動を実施。 

 活動実績：計４回、カッコ内は参加会員数 

・平成２８年６月５日（日） 

宮城県石巻市「遊楽館」 

ＮＰＯ法人ベビースマイル石巻主催のイベントに出展（１８名） 

・平成２８年７月２３日（土）、２４日（日） 

熊本県益城町総合体育館、ｉｋｉｍａｓｕ.熊本（４名） 

・平成２８年１０月１５日（土）・１６日（日） 

岩手県陸前高田市内介護老人保健施設・大船渡市内仮設住宅（１０名） 

・平成２８年１１月２０日（日） 

熊本県益城町内仮設住宅（７名） 

 

② 会員によるアロマテラピーボランティア活動の支援 

 会員のアロマテラピーボランティア活動支援制度を設けて材料費の助成を実施。 

平成２８年度適用実績：３０件 

   

③ 平成２８年熊本地震 義援金募金活動の実施と寄付先 

    ３，０００，０００円（協会拠出義援金）       日本赤十字社 

６１６，１７６円（法人・個人正会員による募金） 日本赤十字社 



 

   １２９，１５７円（ＡＥＡＪイベントにおける募金）日本赤十字社 

   

７．試験問題関係 

 

① アロマテラピー検定、アロマテラピーインストラクター資格試験、アロマセラピスト学

科試験の試験問題の作成・採点・管理 

 

 

８．その他 

 

① アロマテラピー賠償責任補償制度の運営 

 個人正会員を対象に、アロマテラピー活動中に生じた他人に対する事故からＰＬ事故まで

をカバーするＡＥＡＪ独自の賠償責任補償制度を運営。（入会・更新時に自動加入） 

 

② 求人情報メール配信サービス及び求人情報のＷＥＢ掲載 

 有資格者支援サービスの一環として、各資格取得者をお探しの企業・団体などから寄せ

られた求人情報のＡＥＡＪ公式サイトへの掲載、メール配信サービスを実施。 

平成２８年度公式サイト掲載実績：２８１件  

平成２８年度メール配信実績：２６６件   のべ３３７，２５５名に配信 

 

③ 新年賀詞交歓会の開催 

 開催日：平成２９年１月１８日（水） 

 会 場：学士会館（東京都千代田区） 

 参加者：協会関係者、環境省関係者、招待者 合計１７３名 

 

Ⅲ．定例会及び委員会 

 

１．平成２８年度（第５回）定時総会 

 日 時：平成２８年６月１９日（日）１３：３０～１５：００ 

 会 場：学士会館（東京都千代田区） 

 出席数：社員総数２６４名中１８４名出席 

（うち書面表決１５５名、委任出席０名、会場出席２９名) 

２．理事会（６回） 

  ・第１回臨時理事会 ：平成２８年 ５月１６日（月） 

  ・第１回定例理事会 ：平成２８年 ６月１９日（日） 

  ・第２回臨時理事会 ：平成２８年 ６月１９日（日） 

  ・第２回定例理事会 ：平成２８年 ９月 ５日（月） 

  ・第３回定例理事会 ：平成２８年１２月 ５日（月） 

  ・第４回定例理事会 ：平成２９年 ３月１３日（月） 

 

３．委員会 

・ 基本戦略委員会： 梶原 建二 委員長 （開催回数：７回） 

・ 総務委員会： 加藤 正男 委員長  （開催回数：１回） 



 

・ 環境カオリスタ委員会： 藤田 成吉 委員長  （開催回数：１回） 

・ 学術・精油委員会： 熊谷 千津 委員長  （開催回数：２回） 

・ 企画広報委員会： 井口 明 委員長  （開催回数：２回） 

・ 資格教育委員会： 塚田 弘行 委員長  （開催回数：２回） 

・ 試験問題委員会： 加藤 正男 委員長 

 

Ⅳ．会員数・認定関係 （平成２９年３月３１日現在） 

 

１．会員数 

 ① 個人正会員 ５５，８０９名  

（更新：５１，５３７名、更新率９１．３０％、新規：４，２７２名）  

  ② 法人正会員    ２７６社  

 （更新：２６６社、新規：１０社）  

  ③ 法人登録会員 １，８６０名  

 

２．各資格認定者数（累計） 

① アロマテラピー検定試験合格者数         ３７０，７２１名 

１級：２６８，０２４名、２級：１０２，６９７名 

② アロマテラピーアドバイザー認定者数     １１７，２２７名 

③ アロマテラピーインストラクター認定者数    ２９，５５７名 

④ アロマセラピスト認定者数             １０，６３９名 

⑤ アロマブレンドデザイナー認定者数          １,１０８名 

⑥ アロマハンドセラピスト認定者数           ２,６４１名 

⑦ 環境カオリスタ検定合格者数         ２９,８６４名 

  

３．認定教室・認定校 

① アロマテラピーアドバイザー資格認定教室         ６５９教室 

② アロマハンドセラピスト資格認定教室 １６９教室 

③ アロマテラピーアドバイザー資格認定校    １７５校 

④ アロマテラピーインストラクター資格認定校  １６７校 

⑤ アロマセラピスト資格認定校         １４４校 

⑥ アロマブレンドデザイナー資格認定校       １２５校 

⑦ アロマハンドセラピスト資格認定校        １１９校 

 

４．ＡＥＡＪ表示基準適合認定精油 

  ５４社 ６９ブランド 

 

５．協会イベントにおける有資格者の活動機会の創出実績 

協会イベントの協力スタッフ（クラフト作り、アロマハンドトリートメントほか）として、 

３５２名の方に参加していただきました。 


